
平成２５年度事業計画について 

 

１ 会議について 

(1) 第２８回総会 

日程：平成２５年６月３日（月）      実施済（懇談会－０１） 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島（広島市中区） 

内容：・ 平成２４年度事業報告・決算報告・会計監査報告 

・ 平成２５年度事業計画案・予算案 

・ 平成２５年度役員選出 

 

(2) 運営委員会 

年２回の開催とし、必要に応じて、臨時に運営委員会を開催します。 

ア 第１回運営委員会 

日程：平成２５年７月１７日（水） 

会場：中国総合通信局（広島市中区） 

内容：平成２５年度事業の具体的計画等 

イ 第２回運営委員会 

日程：平成２６年３月頃 

内容：・ 平成２５年度事業報告・決算報告 

・ 平成２６年度事業計画案・予算案 

ウ 電子メールの活用 

事業推進にあたっては、必要に応じて電子メールを活用し、運営委員のみなさまの意見

が反映されるよう努めます。 

 

２ 会員に対する情報提供について 

(1) ＨＰの活用等 

ＨＰを積極的に活用することとし、懇談会の概要・活動紹介、部会事業の取り組み状況、 

ＩＣＴ関連施策、入会手続き等を一体的に掲載します。 

 
(2) Ｃ―ＬＩＮＥ等の発行 

懇談会の行事や最新の行政施策等を掲載する速報版「Ｃ－ＬＩＮＥ」を発行し、タイムリー

な情報提供に努めます。 

 
(3) 電子メール等による情報交換 

電子メール等により会員相互間の意見交換及び懇談会事業に対する意見等を把握します。 

 

３ 事業活動について 

ＩＣＴの普及促進や地域情報化を促進するため、次の事業を実施します。 

 
 



(1) 本体事業 

① ひろしまＩＴ総合展２０１３ 

ＩＴ分野の様々な先端技術や魅力的サービスを多くの人々に紹介し、ＩＴ技術の提供者サイ

ドとＩＴ利用者サイドとの接点と活発な商談機会を提供し広島地域の経済活性化に寄与する

目的で開催します。 

開催日 平成２５年１０月２３日(水)～２５日(金)（３日間） 

会 場 【展示・セミナー】広島県立広島産業会館西展示場 

    【基調講演・セミナー】広島市南区民文化センター(広島産業文化センター） 

テーマ ＩＴ融合がリードする地域発イノベーション 

主 催 ひろしまＩＴ総合展２０１３広島実行委員会 

    広島県、広島市、広島商工会議所、(公財)ひろしま産業振興機構、 

中国情報通信懇談会、(一社)広島県情報産業協会、ひろしまＩＴ融合フォーラム 

 

② ＪＧＮ－Ｘセミナー（仮称） 

  新世代ネットワーク技術に関する研究開発の促進や中国地方における ICT 分野の研究開発の

気運を高めることを目的に 2回のセミナーを開催します。 

開催日 平成 25年 11月頃（1回目）、平成 26年 2月頃（2回目） 

会 場 鳥取市内（１回目）、広島市内（2回目） 

主 催 中国情報通信懇談会、中国超高速ネットワーク連絡協議会、中国総合通信局 

 

(2) 部会事業 

次のとおり、部会による講演会やセミナー等を開催します。 

各部会の事業計画（案）は別添のとおりです。 

① 地域情報化・コンテンツ部会    （別添１のとおり） 

② 電波利用促進部会         （別添２のとおり） 

③ 放送部会             （別添３のとおり） 

④ 電波の日・情報通信月間推進部会  （別添４のとおり） 

 

(3) 支援事業 

中国地域におけるＩＣＴの普及促進や地域情報化の促進に寄与すると認められる活動に対し

て支援を行います。 

支援事業は、会員が主体的に企画・実施するセミナーや研修会、事業等を行う場合、経費の

一部の援助を行うものです。 

支援の申込みは、受け付け後、内容の審査を行った上で支援措置を決定します。（別添資料：

支援事業実施要綱参照） 

なお、実施報告書の提出があった支援事業については、次のとおりです。 

・「マルチメディア講演会」   実施報告済（支援－０１） 

 

(4) 情報通信月間参加行事 

  情報通信月間（平成２５年５月１５日～６月１５日）中の取り組みとして、講演会等に部会

事業、支援事業、後援事業として以下の事業へ参加しています。 

   

 
 



・｢電波利用促進フォーラム’１３．０５｣ 平成 25年 5月 29日 実施済（部会事業） 

・「平成２５年度電波の日・情報通信月間記念式典」平成 25年 6月 3日 実施済（部会事業） 

 ・「マルチメディア講演会」   平成 25年 6月 5日実施済 上記（３）項の再掲 

 ・｢ユビキタス・フォーラム’１３．０６｣ 平成 25年 6月 21日 実施済（部会事業） 

  ・「フューチャースクール普及促進セミナー」 平成 25年 6月 21日 実施済（部会事業） 

・「非常通信セミナー」   平成 25年 6月 27日 実施済（部会事業） 

  ・｢ＩＣＴを活用した街づくり支援シンポジウム｣ 平成 25年 7月 3日 実施済（部会事業） 

  

４ 会員拡大について 

懇談会組織をより拡大・発展させるため、懇談会会員の拡大に努めます。 

特に自治体の協力が必要不可欠であることから、未加入の市町村を特別会員として加入する

ように努めます。 

具体的には以下の取り組みを検討・実施します。 

 

(1) 懇談会案内の配布 

懇談会事業として実施する講演会、セミナー等あらゆる機会を捉えて周知広報に努めます。 
 
(2) 講演会、セミナー等実施後アンケートの集約 

各種講演会、セミナー等の終了後にアンケート調査を行います。 

  なお、アンケート結果の概要については、懇談会 HP において公表します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



支援事業報告 
 
支援－０１（情報通信月間行事） 

件名（事業名） マルチメディア講演会 

実施年月日 平成２５年６月５日（水） 

実施場所 
（会場名）ニューメディアプラザ山口 

（所在地）山口市熊野町１－１０ 

主催 山口県、（一財）山口県ニューメディア推進財団 

協賛 中国情報通信懇談会、情報通信月間推進協議会 

参加者数 １８８名 

内容 

○講演：｢フェイスブックを活用した自治体発のビジネスモデル｣ 

講師：佐賀県武雄市営業部商工流通課（海外対策課セールス係） 

つながる部フェイスブックシティ課（フェイスブック係） 

主任 古賀 敬弘 氏 

 

○講演：「ＳＮＳを使いコラボレーションで地域を元気にする方法」 

講師：やまぐち総合研究所 取締役 

   コラボ・マーケティングコンサルタント 中村 伸一 氏 

 

○意見交換会 

備考  

 

 
 



 

平成２５年度・部会活動計画について 

１ 部会について 

年２回の開催を基本とし、その他、部会長が必要と認めた場合に開催します。 

 

① 第１回部会 

日程：平成２５年６月 

会場：メール審議 

内容：平成２５年度部会活動計画（案）について 等 

② 第２回部会 

日程：平成２６年３月（予定） 

場所：中国総合通信局会議室（予定） 

内容：平成２５年度部会活動報告・部会決算報告について 等 

③ その他 

上記のほか、意見照会や臨機の対応のため、電子メールの活用による幹事 

相互間の意見交換などを行い、活動推進に幹事の意見が反映される体制を確 

保します。 

 

 

２ 会員に対する情報提供について 

（１）ホームページの充実について 

ホームページを積極的に活用し、部会活動の紹介や報告、国等のＩＣＴ関連施策を

掲載します。 

 

（２）「Ｃ－ＬＩＮＥ」の活用について 

懇談会からの講演会開催等のお知らせや総務省のＩＣＴ関連施策等の情報を提供 

している「Ｃ－ＬＩＮＥ」を活用し、部会活動に関する情報等を広く会員に情報提供

します。 

 

（３）電子メールによる情報提供・情報交換について 

電子メールを活用して、即応性が要求される情報の提供、会員相互間の意見交換及 

び部会活動に対する意見・要望を受け付けます。 

別添１ 



３ 講演会等の開催について 

ＩＣＴ利活用の普及促進や地域情報化・コンテンツ流通を促進するため、懇談会会員

及び広く一般市民を対象として次の活動を実施します。 

なお、開催地につきましては、できる限り中国各県での開催を目指します。 

 



 

 

平成２５年度活動計画 
 

■フォーラム等の開催 

１ 「電波利用促進フォーラム ’13.05」 

～ワイヤレスがライフスタイルを変える～」          

 (1) 日時：５月２９日(水) 

(2) 場所：岡山国際交流センター 

 (3) 主催：中国総合通信局、岡山県、岡山県高度情報化推進協議会 

岡山ＩＰｖ６コンソーシアム、中国情報通信懇談会 

   協賛：情報通信月間推進協議会 

 (4) 企画内容：電波を有効利用するための国の政策動向及びワイヤレスシステムの

最新動向と課題について紹介する講演 

 (5) 備考：平成２５年度情報通信月間行事 

 

２ 「ユビキタスフォーラム'13.06」 

 ～スマート革命がもたらす社会生活の変化～             

 (1) 日時：６月２１日（金） 

(2) 場所：広島国際会議場 

(3) 主催：中国総合通信局、広島市、中国経済連合会、広島商工会議所 

中国電子タグ(RFID)利活用研究会、中国情報通信懇談会 

   協賛：情報通信月間推進協議会 

 (4) 企画内容：電波の利活用をはじめ情報通信技術(ICT) をめぐる動向について紹

介する講演 

 (5) 備考：平成２５年度情報通信月間行事 

 

３ 「非常通信セミナー」                  

 (1) 日時：６月２７日（木） 

(2) 場所：広島ガーデンパレス 

(3) 主催：中国総合通信局、中国地方非常通信協議会、中国情報通信懇談会 

  協賛：情報通信月間推進協議会 

 (4) 企画内容：災害意識の高揚等の整備促進に関する講演 

(5) 備考：平成２５年度情報通信月間行事 

 

４ 「電波利用セミナー①（仮称）」 

 (1) 日時：９月中下旬 

(2) 場所：（未定） 

(3) 主催：中国総合通信局、中国情報通信懇談会 ほか 

 (4) 企画内容：（未定） 

 

５ 「中国電子タグ利活用研究セミナー2013（仮称）」 

 (1) 日時：１１月中下旬 

(2) 場所：福山市内 

 (3) 主催：中国総合通信局、中国情報通信懇談会 

別添２ 

 

 



 中国電子タグ(RFID)利活用研究会 ほか 

 (4) 企画内容：（未定） 

 

６ 「電波利用セミナー②（仮称）」 

 (1) 日時：１月下旬 

(2) 場所：（未定） 

(3) 主催：中国総合通信局、中国情報通信懇談会 中国産業創造センター 

 (4) 企画内容：（未定） 

 

 

■その他の活動 

１ 部会登録メンバー等への情報提供等 

 (1) 対象：部会登録メンバー＋事務局関連 

 (2) 手段／回数等：e-mailによる同報送信(BCCにて)／適宜 

 (3) 発信者：部会事務局（中国総合通信局 企画調整課） 

        e-mail denpa-bukai@cic-infonet.jp 

 (4) 情報の内容(例) 

・情報通信分野(特に電波関係を中心とした)の公開情報 

・懇談会、関係団体等の行事予定 

２ 広報活動 

  ・C-LINE等による懇談会会員への情報提供 

３ 他団体等との連携促進 

 (1) 講演会等の共催 

    自治体や関係団体、地域の経済団体等との共催による連携の拡大を図る。 

 (2) 関係団体等主催行事の広報による支援等 

    メールによる情報提供を活用 

４ 幹事会の開催 

 (1) 年間３回開催 

ア 第 1回（６月）：活動計画、予算案 

イ 第２回（10月）（メール審議）：活動及び予算の中間報告、 

年度後半の活動計画の具体化 

ウ 第３回（３月）：活動・決算報告、２６年度の活動計画案・予算案・体制案 

 (2) 勉強会の開催（第１回、第３回） 

   持ち回り話題提供、並びに意見・情報交流等 

  【担当】（平成２５年度） ①平井幹事  ②稲垣幹事 

   ※担当（順番）は柔軟に交代可能。 

   ※幹事等交代（異動など）の場合は、後任者が引き継ぐ。 

 

 

 



 
 

平成２５年度放送部会事業計画 

 

１ 活動方針 

中国地方の放送メディアの健全な発展と利活用の充実を目指し、災害時における放

送メディアのあり方を考えたり、新たな放送サービスや技術の動向等を学ぶ取り組み

として講演会・セミナーを開催する。 

 

 

２ 部会の構成 

 部会長 ・・・ 広島市立大学 情報科学部 教授 吉田 彰顕 氏 

 事務局 ・・・ 中国総合通信局 放送部 放送課 

 

 

３ 活動計画 

 月 日 行 事 名 開催地 共催 番号 

１ 8月1日 

 

放送と通信の連携に関わる講

演会① 

広島市 中国総合通信

局、中国経済

連合会 

放送-01

-1 

２ 11月頃 放送セミナー① 広島市 中国総合通信

局等 

放送-02 

３ 12月頃 

 

放送と通信の連携に関わる講

演会② 

広島市

又は岡

山市 

中国総合通信

局、中国経済

連合会 

放送-01

-2 

４ 2月頃 

 

放送セミナー② 岡山市 中国総合通信

局等 

放送-03 

 

（内訳） 

 

放送-01-1 

件名（事業名） 放送と通信の連携に関わる講演会 

実施年月日 8月1日    

実施場所  

      

 広島市               

（会場名）ホテルセンチュリー21広島  

（所在地）広島市南区的場町      

主催者 中国総合通信局、中国経済連合会、中国情報通信懇談会 

参加数 各１００名程度 

実施内容 
 

(1)総務省におけるコンテンツ政策の動向と今後の展開 

(2)これから直面するマルチスクリーン時代と広告市場の動向 

備考  

 

別添３ 

 

 



放送-02 

件名（事業名） 放送セミナー① 

実施年月日 25年11月頃 

実施場所   広島市を予定 

主催者 中国総合通信局、中国情報通信懇談会等 

参加予定数 未定 

実施内容 未定  

備考  

 

放送-01-2 

件名（事業名） 放送と通信の連携に関わる講演会② 

実施年月日 25年12月頃 

実施場所   広島市又は岡山市を予定             

主催者 中国総合通信局、中国経済連合会、中国情報通信懇談会 

参加数 各１００名程度 

実施内容 
 

（「政府における放送・通信の連携などに関わる政策動向」や「コ

ンテンツの配信や流通に関わる先進事例や新たなビジネスモデ

ル」などから、具体化させる予定） 

備考  

 

放送-03 

件名（事業名） 技術セミナー 

実施年月日 26年2月頃 

実施場所  

      

 岡山市を予定 

主催者 中国総合通信局、中国情報通信懇談会、中国受信環境クリーン

協議会 

参加予定数 未定 

実施内容 未定  

備考   

 

 

 



 

平成 25 年度活動計画について 

平成 25 年度は、平成 24 年度第２回幹事会の確認を受け、「平成 25 年度電波の日・

情報通信月間記念式典」を中心に、中国総合通信局と協力して次の事業を実施。 

 

１ 記念式典 

平成 25 年 6 月 3 日（月曜日）、午前 11 時 30 分からＡＮＡクラウンプラザホテル広島に

おいて「平成25年度電波の日・情報通信月間記念式典」を来賓、功労者ほか約２２０名の

参加のもと中国総合通信局との共催により挙行した。 

なお、中国情報通信懇談会総会及び情報交換会を合わせて行った。 

 

２ 広報活動 

広く国民に電波の日・情報通信月間の意義を理解していただくため、以下の広報活動

を行った。 

 (1) 新聞での広告掲載によるＰＲ 

6 月 1 日に中国地方の各県県域紙に電波の日などの広告を掲載した。 

 (2) ポスターの掲示 

5 月 15 日から 6 月 15 日までの間、中国総合通信局と共同で中国情報通信懇談会

会員、自治体等に「電波の日・情報通信月間」ポスターの掲示依頼の発送を行っ

た。 

 (3) 報道発表 

中国総合通信局とともに 6 月 1 日、広島経済記者クラブ等の報道機関に対し、「電波

の日・情報通信月間記念式典」の開催について報道発表を行った。 

 

３ その他 

部会の開催 

   年間２回開催 

・ 第 1 回（7 月 1 日～7 月 8 日）：活動報告 

・ 第 2 回（3 月）：翌年度の活動計画案・予算案 

 (2) 部会長 

  【部会長】(平成 25 年度及び平成 26 年度)  株式会社中国放送 下畠企画総務局長 

   ※幹事等交代(異動など)の場合は、後任者が引き継ぐ。 

 

別添４ 

 
 


